
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

●復活祭後第 2週 フォマの主日聖体礼儀（第1調）・執事会 
 5月 1日 (日) 10:00～ (9:30痛悔) 

使徒経：聖使徒行実 5：12-20  福音経：イオアン 20：19-31 
         

●復活祭後第 4週 癱者
なんじゃ

の主日聖体礼儀（第3調）・月例パニヒダ 

 5月 15日 (日) 10:00～ (9:30痛悔) 

使徒経：聖使徒行実 9：32-42  福音経：イオアン 5：1-15 

●復活祭後第 5週 サマリヤ婦の主日 代式祈祷（第4調） 
 5月 22日 (日) 10:00～ 

●復活祭後第 6週 瞽者
こ し ゃ

の主日聖体礼儀（第5調） 

 5月 29日（日）10:00～ (9:30痛悔) 

使徒経：聖使徒行実 16:16-34  福音経：イオアン 9:1-38 

 

小田原・平塚・修善寺・柏久保正教会だより 
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ハリストス言う
い  

、フォマよ、手
て

を以て
もっ   

脅
わき

に触れ
ふ  

、来り
きた   

て釘
くぎ

の迹
あと

を探れ
さぐ   

、    

信
しん

を以て
もっ   

究めて
きわ      

、我
われ

を信
しん

ぜよ 

聖
せい

使徒
し と

フォマの主
しゅ

日
じつ

 晩課
ば ん か

より 

イコン：フォマの触診 

 

フォマの触診 

死んで三日後に復活した主ハリストスは弟子たちの前に姿を見せた。

しかし弟子の一人フォマだけがそのハリストスに会っていなかった。

フォマは自分の目でその傷口を見て、その傷口に触れてみるまで彼が

復活したことなど信じないと言った。そこに主が来て彼に傷口を触ら

せた。フォマは傷口に触れて主の復活を信じた。フォマとはスラブ語

圏での呼び名でギリシャ語ではソマ、英語ではトーマスと呼ばれてい

る。このあと彼は東方へ宣教に行き、南インドで致命したという。 

― 墓地祈祷 ― 

５月から墓地祈祷が始まります。 

各墓地の予定は４月号をご覧ください。 

小田原教会ホームページ内の電子版会報４月

号でもご確認いただけます。 

http://www.orthodoxjapan.jp/


 

 ほとんどの場合、聖歌は聖歌隊によってリードされ

ます。お祭りとか聖人の記念日になると一年に一回

しか歌わない聖歌が突然でてきたりして、戸惑いま

す。こうした聖歌を歌うのはソロや、聖歌を歌うグル

ープ「聖歌隊」の役目です。聖所の前方、あのイコノ

スタシスの左端の方に聖歌用の台があるのが分かり

ますか。あの台の上はぐるぐる回るようになっていて、

下は本棚になっています。（日本にある聖歌の台は

これと異なります。）本棚には聖歌譜が入って、そこ

からその時必要な譜面を引っ張り出します。聖歌者

の大仕事は、必要な譜面を適時に譜面台に乗せて

聖歌隊をサポートしたり、聖歌隊が不在の時も全て

一人で行うことです。 

預言者エリヤ（日本正教会：イリヤ）の祭は 7月 20

日（旧暦 8月 2日）に行いますが、その時の馴染み

のない聖歌を聖歌隊や会衆で歌うために聖歌者は

リードします。（聖イリヤを記憶する聖堂でもない限

り、彼を記念する聖歌を歌うことはほとんどないでし

ょう。逆に聖イリヤを記憶する聖堂であれば、そこの

会衆は大声で聖イリヤの讃歌を歌うことができま

す。）聖イリヤの祭の祈祷では、聖イリヤのトロパリ

（讃
さん

詞
し

）を歌います。次のようなものです。 

神使
し ん し

の如
ごと

きイリヤ、人と預言者の指導者や、 

モイセイの如く救主の来たるを預言せし者や、 

光栄の中
うち

に神は、至
い

と高きところから彼に恩寵
おんちょう

を賜り、 

万
よろず

の病
やまい

と苦難を癒
いや

す。 

神に癒しを求め彼を尊
とうと

む者に 神は癒しを賜う。 

続けて、コンダク（小讃
しょうさん

詞
し

）と呼ばれる種類の聖歌を

歌います。 

誉
ほまれ

高
たか

い預言者
よ げん し ゃ

イリヤや、業
わざ

を予見せし者や、 

爾
なんじ

は爾の祈りによって雨をもたらす。 

我等の為に仁憐
じ れ ん

なる神に祈りたまえ。 

大昔はトロパリとコンダクに大差はありませんでし

た。トロパリというのは、その祭や聖人の主題
テ ー マ

の要約

（カトリック聖歌のコレクトに類似）であり、コンダクは、

祭の主題について綴った長い祈祷文の冒頭部です。

実践的にはそんなに変わりなく聞こえます。祭にも聖

人にも通常トロパリとコンダクの両方があります。 

前にお話しした、家屋の祝福で歌われるトロパリは、

実は神現祭のトロパリです。（日本の正教会では成
せい

聖
せい

のトロパリが歌われることが多い。）コンダクは次の通

りです。 

主よ、爾は今日
こんにち

世界に現われ、 

爾の光は我等に印されたり、 

我等爾を承
う

け認めて歌う、 

近づき難
がた

き光よ、 

爾来
きた

り、爾現
あらわ

れ賜
たま

えり。 

ところで、もしかしたら、正教会の聖歌で時々出て

くる「爾
なんじ

」という言葉が気になるかもしれません。「主

よ、爾は今日
こんにち

彼らに顕れ…」正教会がこの国に来た

のは百年以上前のことでした。それで、その時の翻

訳を現代も用いているからです。アメリカの中のいく

つかの管轄区では翻訳を更新していますが、ほとん

どが古い言葉に愛着があってそれを使用しています。

（著者は米国人で、「爾
なんじ

」に相当する古典英語“You
ユ ー

”

正教会にようこそ 26 

ウクライナ人の苦しみを忘れてはいけない  
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を意味する“Thy
ザ イ

”のことを言っている。） 

実践の中でそれ以上に気になってしまうのが、現

在アメリカに浸透している数々の翻訳バージョンで

す。違う管轄区の教会と合同で祈祷を行うとき、ほん

の少しの言葉の違いで聖歌が崩れてしまうことがある

のです。多分一番イライラしてしまうのは、よく知って

いる聖歌、しかも翻訳も同じでメロディも同じなのに、

言葉に対して音のつけ方が少しずつ違っていること

かもしれません。ちなみにこの本に載せている聖歌

の文言は自分の祈祷書から引用しています。そのた

め、私も誰かを少し困らせているかもしれません。 

では小節もない聖歌のメロディにどうやって言葉

を当てていくのでしょうか。皆さんがよく知っている

グレゴリオ聖歌は、一同が同じ旋律を静かに朗々

と歌い、フレーズごとに柔らかな間があります。ビザ

ンチン聖歌※はそれと異なり、西洋音楽よりも短調

の音階が多く、力強いリズムです。そしてよくソロ歌

唱が用いられ、他の聖歌隊はそれをベースの音を

絶え間なく歌い続ける「イーソン」でサポートします。

これがこの世のものではないような瞑想的な共鳴

効果を作り出します。 

ビザンチン聖歌は伝統的に、聖歌者が少しだけア

レンジを入れて歌う自由があります。基本となるメロ

ディがあり、そこに独自のメリスマ
音の下げ下げ

を入れるという、中

世ビザンチンで広く行われていた歌い方です。 

参祷者が一緒に歌いたいときは、ハミングや小

さな声で歌ったり、先ほど説明したイーソンで歌った

りします。歌うのをやめたくなったら、いつでもやめて

構いません。もちろんまた歌い始めてもいいのです。

最初の頃は、隣の人が周りの事も気にせず突然歌い

始めて奇妙に感じると思います。実際その人は周り

のことなど気にしていません。 

メロディは８種類あり、それを「八調
はっちょう

」と呼んでいま

す。はじめの方で述べましたが、例えば日曜日なら

復活のトロパリ、つまり復活のテーマソングを歌いま

すが、それには 8 通りのメロディがあり、一週間単位

で調が進みます。日曜日から数えて土曜まで１つの

調が続き、祈祷全体のメロディをその調が支配します。

しばらく正教会の祈祷に続けて参祷していると、いつ

の間にかなんとなくその８つのメロディを覚えます。 

ちょっと想像してみてください。あなたが、あの聖

歌台のところに立っていて、突然聖歌者が大きな祈

祷書をあなたの目の前で開かれてこれをソロで歌っ

てと指示を受けたら。見たことも聞いたこともない祈

祷文をソロで歌いなさいと。 

でも心配無用です。そこには何調と指示されて

いるのです。ここには「四調」と書いてあります。そう

言えば今週は４調でさっき復活のトロパリ４調を歌っ

たな、と思い出すことでしょう。「４調…。たしか４調

は『♪主の女
おんな

弟子
で し

は～』で始まるあの歌か。」とそ

のメロディを心に留めて、歌わなければならない祈

祷文の言葉をそのメロディパターンに合わせるので

す。ソロですから自分で自由に言葉を当てはめたと

しても問題ありません。次の人は次の人でまた違う

ように歌うでしょう。あなたは、聖歌者に言われたと

ころまで、うまくメロディと言葉を調整しながら自分

のペースで歌い切ればいいのです。パニックにな

るのはその後で結構です。（続く） 

※ビザンチン聖歌： ギリシャとそこに近い地域で

使われている聖歌のメロディ。西洋音階ではな

い。詳しくは次号の「正教会にようこそ」にて。 

 



 

小田原・平塚 復活祭とそれまでの各祈祷の説教で話されたこと ４月３日は（日）は階梯者
かいていしゃ

イオ

アンの主日でした。大斎中日
な か び

を過ぎたとき、教会は私たちに新たな課題を出します。階梯者イオアンは、

我々は梯子
は し ご

を上るように天に向かうその途中で引きずり落とされることもあると言い、それはその主日の

イコンになっています。「梯子の最後のステージで我々が得るのは『愛』であり、その上に『分別
ふんべつ

』がある。

教会は集まってただ美しく飾って祈りをこなすだけでは何も意味を為しません。それでは単なるショー

です。それは時に危険を生みます。どうか、階梯者イオアンが自分に向かって伝えていることを心に留
と

めてください」と説教で話されました。 

４月１７日（日）には聖
せい

枝
し

祭
さい

を祝いました。参祷者は祝福された枝花を手

に聖体礼儀を行いました。司祭は説教の中でギリシャ語の言葉を用いて

次のように言いました。「日本語では分からないのですが『天』はギリシャ語

ではヴァシレーオン
王 国

 トン ウラノン
天

といい複数です。つまり『天』は何層にも

なっていると考えられています。地獄はもうありません。主が自ら降って地

獄を滅ぼしたのですから。ではどんな悪人も天に行くのでしょうか。主は言

いました。『天にはたくさんの部屋がある』と。きっと神様に近いところから

ずっとずっと遠いところもあるのでしょう。もし天に行くことを頑
かたく

なに否定し

たら、私たちの 霊
たましい

はもしかしたら地上に留まり続けるのかもしれません。

もし地獄があるとするならば、それは私たちが自分たちで作り、自らをそこに

縛ることです。来週は復活祭です。皆さんに宿題を出します。一週間考えていただきたい、復活祭は何の

ために、誰のために祝うのか。そして忘れないでください。今、復活祭を祝いたくても祝えない人々がこ

の世界にいること、そしてこれまでも
．．．．．

いたことを。」 

聖大週間では私たちが復活祭を迎えるために重要な祈祷を続けて行いました。 磔
はりつけ

のハリストスを

木から降ろし、布に包んで葬ることを祈りの中で体験しました。 

そして 4月 24日、いよいよ復活祭を迎えました。いつになく雨が降る復活祭でした。悪天候でしたが

４０人を超える人々が集って復活祭を祝いました。繰り返し歌われる復

活祭のトロパリ「ハリストス死より復活し、死を以て死を滅ぼし、墓にある

者に生命を賜えり。」世界が大きな苦難を抱える今、参祷者は何を感じ

たでしょうか。司祭も聖枝祭で出した宿題の答えのヒントを話しました。

主の復活が今日一日を生きるための力となりますように。そして来年も

皆で復活祭を祝えますように。今年も皆様のご協力によって復活祭を祝

えましたことを感謝申し上げます。 

柏久保・修善寺 エジプトの聖マリヤの主日 代式祈祷 4月 9日（土）

10時より、柏久保教会に５名が集って代式祈祷を行いました。徐々に時課を

最近の出来事 ・消息  

頂いた枝花に興味津々 

修善寺 代式祈祷の様子 
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詠むことにも慣れはじめました。柏久保教会ではかつて晩課とパニヒダ、そして感謝祈祷などを行ってまいり

ましたが、現在はそれに加え、三時課、聖体礼儀、さらに六時課、代式祈祷も行う機会ができました。 

修善寺教会では、翌日10日は 10時から 5名が集って、三時課、六時課そして代式祈祷を行いました。教

会が開かれていると、訪問者の中には少しの時間祈っていかれる方もいます。ご祈祷後は信徒会館にて、5

月に行う予定の復活祭の準備についてイオアン山田執事長を中心に話し合いをし、解散しました。 

横 浜 エジプトの聖マリアの主日聖体礼儀、聖大週間と復活祭 4月 9日（土）と 10日（日）に徹

夜祷および聖体礼儀とパニヒダを行いました。ご祈祷後は執事会を開いて復活祭の準備について話し

ました。また翌週の代式祈祷後からは復活祭を迎えるための準備が始まりました。聖大週間は今年、

十二か所の福音を詠む聖大金曜早課と聖大金曜晩課（葬りの晩課）、

そして聖大土曜早課を行いました。その間には有志の方々にて卵染め

を行いました。そして 4月 24日（日）9時 30分から、ガブリイル田中神父

様の司祷によって復活祭を行いました。参祷者 60 名には聖にされた

紅玉子と共に、婦人会が用意したクッキーがプレゼントされました。多く

の方々のご協力によって復活祭を祝えましたことを感謝いたします。 

●各地の大斎・復活祭の様子は来月号のフォトレポートにて特集します。 

献金報告          4/20現在  日付は会計処理日です。ありがとうございました。 

 
 

 

日付 氏   名 摘  要 

4/3 平塚ハリストス正教会 復活祭献金 

 神谷 忠明執事長 パニヒダ献金 

 山口 幸夫 副輔祭 復活祭献金 

 神谷 幸夫 副輔祭 復活祭献金 

 町田 眞佐子姉 復活祭献金 

 星山 正美兄 感謝献金 

 廣石 利恵姉 感謝献金 

 山本 保兄 復活祭献金 

 田中 祐子姉 復活祭献金 

4/17 山本 久子姉 復活祭献金 

 小口 寿造兄 

 

復活祭献金 

 高橋 達哉兄 復活祭献金 

 中瀬 陽三兄 感謝献金 

 オクサーナ チョルナ姉 復活祭献金 

 内藤 直樹兄 復活祭献金 

 野村 秀男兄 復活祭献金 

 岡野 康子姉 復活祭献金 

 日比野 タカ子様 復活祭献金 

 廣石 和子姉 復活祭献金 

日付 氏   名 摘  要 

4/17 廣石 和子姉 パニヒダ献金 

 阿久津 八重子姉 復活祭献金 

 中谷 航兄 復活祭献金 

 假野 君江姉 復活祭献金 

4/24 神谷 淳一兄 復活祭献金 

 神谷 綾子姉 復活祭献金 

 紺野 雅章兄 復活祭献金 

 長谷川 薫兄 復活祭献金 

 ビクトル アレニコフ兄 復活祭献金 

 廣石 利恵姉・明美姉 復活祭献金 

 廣石 真太郎兄 復活祭献金 

 ナタリア 姉 復活祭献金 

 山口 敏之兄 復活祭献金 

 三枝 愛姉 復活祭献金 

 日比野 俊二兄 感謝献金 

 神谷 忠明執事長 復活祭献金 

 神保 泉姉 復活祭献金 

 小口 真一兄 復活祭献金 

 假野 美枝姉 復活祭献金 

皆さまのご協力に心から感謝いたします。定額献金をされた方のお名前はこちらには掲載されてい

ません。同封の献金袋の領収印または領収書にてご確認ください。平素より定額献金にて教会を支

えてくださりありがとうございます。 

婦人会献金：今月はありません 

 

横浜 復活祭お祝いのクッキー 
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5月の永眠者一覧（敬省略） 

永眠日 聖名 氏名 永眠年 縁故者 

１日 ユリヤ 山口 與志 １９１２年 山口  晃 

２日 クリメント 長  光雄 １９７７年  

２日 オリガ 日比野 オリガ １９１５年 日比野 正男 

２日 ボリス 廣石 良路 １８９１年 廣石 利恵 

２日 イリナ 荒井 しほ子 １９８５年 荒井  譲 

３日 オリガ 日比野 つな １９８０年 日比野 正男 

４日 マリヤ 日比野 孝子  日比野家 

４日 ミヘイ 日比野 美平 １９３５年 日比野家 

４日 ティト 廣石 広助 １９４８年 廣石 真太郎 

５日 イオアン 平山 良行 ２００１年 平山 京子 

６日 ペトル 中島 四郎 １９１３年 岡野 康子 

６日 ラウル 百瀬  清 １９３４年 百瀬  久 

７日 スサンナ 中島 フサ １９８３年 中島 康雄 

８日 ティモフェイ 神谷 忠次 １９７７年 神谷 忠明 

１４日 キリール 廣石 良三 １９５３年 廣石 利恵 

１５日 ヒワ 青柳 ヒワ １９８０年 横田 祥子 

１９日 マリヤ 小杉 サダ １９５９年 小杉 悦子 

２２日 ペトル 中島 耐夫 １９４８年 岡野 康子 

２２日 イオアン 元松 直人 １９５４年 坂牟田 晃一 

２２日 グリゴリイ 百瀬 恒太郎  百瀬  久 

２３日 ハリテナ 小沢 きく   

２4日 イオアン 神谷 武夫 ２０２０年 神谷 忠且 

２６日 ミトロファン 樋口 邦利 ２０１４年 樋口家 

２７日 ルキヤ 小杉 光子 ２００３年 小杉 悦子 

２８日 モニカ 窪田 ヨシ １９２５年 窪田 幸夫 

２８日 ダリヤ 松田サワエ １９７９年  

２９日 ユリヤ 廣石 敏子 ２０１２年 廣石家 

１６日  上野 優希 ２０００年 上野家 

１９日  伊藤 久枝  伊藤 澄男 

２９日  渡辺 キミ １９２８年 渡辺  宏 

  小松 喜美代 ２０１８年 小松 昭雄 

 

 

 

 

今月は第 3 週日曜日に永眠者の記憶を祈る「パニヒダ」を行いま

す。聖堂は皆さんのお祈りの場、そして皆さんの 霊
たましい

が永遠に養わ

れる場です。ロ－ソクを灯して少しの間、ご家族のために祈りに来

られるだけでも大変結構です。どうぞ遠慮なさらずお越しください。

（月例パニヒダの日は必ず会報をご確認ください。） 
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２０２２年３月２７日、日本ハリストス正教会府主教ダニイル座下はモスクワ及び全ロ シア

の総主教キ リル聖下につぎの嘆願書を送付されました。信徒の皆様におかれましても引き

続き平和の為に心を合わせてお祈りくださいますようお願い申し上げます。 

 
 
 
 
 

ウクライナのために祈ろう 


